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大勢の人々で賑わう
道の駅「西いなば気楽里」
（鳥取市）

　昨年６月、鳥取市に新たな道の駅「西いなば気
楽里」が誕生しました。行楽シーズンを前に、鳥取
市内にあるの地域の魅力が詰まった3つの道の駅
をご紹介します！　　      （10ページに関連記事）
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２ No.664No.695

短期経理 組合員とその被扶養者の医療費や出産費などの給
付と高齢者医療制度への拠出金等の支払いを行って
いる経理です。

○短期給付関係
　保健給付等の増加により、令和元年度の単年度収支は
193,637千円の当期損失金が生じ、積立金から補充しますが、
853,536千円の剰余金を保有できる見込から、短期財源率は
今年度同様90.0‰、掛金・負担金それぞれ45.0‰としました。
○介護給付関係
　令和２年度から介護納付金の賦課方式が総報酬割で算
出されます。これにより介護納付金が増加する見込みである
ことから、介護財源率は2.04‰引き上げた16.78‰、掛金・負
担金それぞれ8.39‰としました。

▶短期財源率は据え置き
　　　介護財源率は引き上げ

52億
2,085万8千円

一部負担金払戻金
…24,290

次年度繰越支払準備金…346,140

業務経理へ繰入…17,135連合会拠出金…208,024

連合会払込金…55,618

任意継続掛金還付金
（短期・介護）…2,218

介護納付金
…493,277

●支出の部

49億
5,273万6千円

●収入の部 （単位：千円）

交付金…264,917

短期利息及び短期配当金…102

雑収入…3,668

前年度繰越支払準備金…316,413

短期掛金 1,908,417
介護掛金 252,571
短期任意継続掛金 33,590
介護任意継続掛金 5,181

掛金…2,199,759

短期負担金 1,908,417
公的負担金 2,577
介護負担金 252,571
調整負担金 4,312

負担金…2,167,877

前期高齢者納付金 894,753
後期高齢者支援金 902,967
退職者給付拠出金 31
病床転換支援金 5

特定保険料…1,797,756

給付金…2,276,400

　各所属所と組合は、みなさんの健康保持・増進、短期給
付財政の安定化のため、データヘルス計画の一環としてコ
ラボヘルスの推進をしています。
　みなさんの生活習慣改善、疾病の早期発見・早期治療に
心がけるとともに、特定健診・特定保健指導を利用してく
ださいますようお願いします。

　３月２日に“三朝町：渓泉閣”において第１８５回組合会と
互助会評議員会が開催され、共済組合と互助会の「令和
２年度事業計画及び予算」が議決、承認されました。
　令和２年度は会計年度任用職員制度の新設により、組
合員数、標準報酬総額とも増加を見込んでいますが、平均
標準報酬月額は依然として減少傾向が続いており、各経
理とも厳しい財政運営が想定されています。
　「短期経理」は、医療費が令和元年度と比較して増加傾
向にあるものの、剰余金があるため、短期財源率は据え置
きとなります。
　また、介護財源率は千分の２．０４引き上げ、千分の１６．
７８となります。
　「厚生年金保険経理」の財源率は、年金制度改正に基
づき平成１６年から段階的に引き上げられ、平成３０年９月
の引き上げを最後に千分の１８３で固定となりました。
　「退職等年金経理」の財源率は地方公務員共済組合

連合会の定款で定められることとされており、令和２年度の
財源率は千分の１５と据え置かれています。
　「経過的長期経理」は公的年金一元化前に発生した公
務上の年金等を賄う経理で、令和２年度の財源率は千分
の０．１０３３となっています。
　「保健経理」では、第２期データヘルス計画の３年目とな
り、組合員及び被扶養者の健康維持・改善をさらに推進
するため、昨年度設置した健康経営推進協議会の答申に
基づき、特定健診・保健指導の実施率向上やコラボヘル
ス（職員の健康意識・生活習慣の改善に向けて事業主
（所属所）と保険者（共済組合）が協働して推進していくこ
と）体制の構築などに取り組みます。
　「宿泊経理」は、組合員やご家族の皆様が満足感や充
実感を実感できるよう、様 な々企画により利用率向上を図る
とともに、経費節減を行うなど、より一層の経営努力を行うこ
ととしております。

令　和　2　年　度
共済組合　事業計画・予算概要

３令和2年（2020） 3月

厚生年金保険経理 厚生年金給付のための保険料等
の徴収、および連合会へ納付する
経理です。

組合員保険料率は変更なし
　平成２４年８月に成立した、被用者年金制度の一元化
等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法
律により、厚生年金（民間）の保険料率（上限１８３‰）に
統一するため、厚生年金（共済）の保険料率（組合員保
険料、負担金の合計率）は年次的に引き上げられておりま
したが、平成３０年９月の引き上げにより、厚生年金（民間）
と同率となり、保険料率は統一されました。
　それ以降、皆さんに負担いただく組合員保険料率は
９１．５０‰となり、令和２年度においても変更なく、下表の
とおりとなります。

保険料率 （単位：千分比）

保険料率
（総報酬ベース）①

区　　　分

91.50

183.00

令和２年度

標準報酬月額に対する割合
（①×50/100）

標準期末手当等に対する割合
（①×50/100）

組
合
員
保
険
料
率

●支出の部

●収入の部

97億
8,859万8千円

組合員保険料
　…3,808,956

（単位：千円）

負担金
　…5,979,642

97億
8,859万8千円

組合員保険料払込金
　…3,808,956

負担金払込金
　…5,979,642

基本事項基本事項基本事項
▶組合員数・被扶養者数・平均標準報酬月額（令和２年度末推計）

組合員種別 組合員数
（人）

被扶養者数
（人）

短期平均標準報酬月額
（円）

長期平均標準報酬月額
（円）

一 般 組 合 員

う ち 特 別 職

市町村長組合員

特定消防組合員

市町村長長期組合員

任意継続組合員

合 計

 6,995 6,029 351,733 343,746

 140 64 359,161 350,321

 18 21 841,053 620,000

 712 893 351,934 351,877

 1 － 790,000 620,000

 86 52 345,569 －

 7,812 6,995 352,867 345,174

（令和2年度末推計）

▶組織する地方公共団体数

▶組合員数

市4・町村15
一部事務組合等9

人人
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共済組合　事業計画・予算概要

退職等年金経理 退職等年金給付のための掛金・負担金の
徴収、および連合会へ納付する経理です。

経過的長期経理 既裁定の公務障害・遺族年金の給付のた
めの負担金の徴収、および連合会へ納付
する経理です。

　平成２７年１０月の被用者年金一元化により共済年金
の職域年金相当（３階）部分は廃止となり、新たに設けら
れた退職等年金給付の掛金・負担金の徴収、納付を行
う経理です。
　財源率は、地方公務員共済組合連合会の定款で定
められることとなっており、令和元度と変更なく、１５‰（労
使折半）です。

6億
2,508万2千円

●支出の部
負担金払込金
　…312,540掛金払込金…312,542

●収入の部

6億
2,508万2千円

負担金
　…312,540掛金…312,542

（単位：千円）

　当分の間、旧職域年金相当（旧３階）部分に係る給付、
平成２７年９月以前決定の公務障害給付、公務遺族給
付、恩給組合条例給付、旧市町村共済法給付を全国市
町村連合会で支払うこととなりますが、この公務関係年金
等に要する費用の徴収、納付を行う経理です
　負担金率は、０．１０３３‰となります。 ●支出の部

負担金払込金
　…41,629

●収入の部

4,162万9千円

4,162万9千円

負担金
  …41,629

（単位：千円）

1億
4,497万円

負担金…92,103

連合会交付金…35,719

利息及び短期配当金…8

●収入の部 その他…17,140

1億
4,271万9千円

●支出の部
職員給与…64,947

役員報酬…150

その他…30,912

旅費…1,974事務費…3,843

事務費負担金払込金
…40,893

（単位：千円）

業務経理 この経理は、共済組合を組織する市町村等から事務費負
担金として納付された負担金等で、年金、医療等に関する
事務費、給与、旅費、諸会議などの費用を支払う経理です。

▶地方公共団体事務費負担金組合員一人当たり　年額１１，９６０円
　医療等に係る事務費として短期経理からの繰入が行われ、ま
た、年金に係る事務費として、全国市町村職員共済組合連合
会から当組合に交付金が交付されます。

５令和2年（2020） 3月

共済組合　事業計画・予算概要

保健経理 組合員とその被扶養者の疾病予防・健康づくりなど
の事業を行っている経理です。

　第２期データヘルス計画による福利厚生事業の充実
などにより、収支損益は6,439千円の当期損失金となりま
すが、積立金を取り崩して補てんします。

　また、宿泊経理への繰入金を19,979千円と計画して
います。

▶健康診断事業

▶スポーツ大会

▶データヘルス計画に基づく健康づくり（第２期データヘルス計画）

　前年度に引き続き、レセプトデータ及び特定
健康診査データの分析を実施し、その結果を踏
まえ、早急に医療機関への受診が必要な者へ受
診勧奨案内及び電話による保健指導案内を行
い、重症化予防の取り組みを実施します。

　また、「健康経営推進協議会」を通じ所属所（事
業主）と連携（コラボヘルス）し、データヘル
ス計画を効果的・効率的に実行します。

負担金…127,250

掛金…123,021

2億
5,928万5千円

2億
6,572万4千円

●収入の部 ●支出の部

職員給与…14,255

その他…54,885

厚生費…162,295

宿泊経理へ繰入…19,979

事務費…1,824

旅費…1,368

特定健康診査等費…11,118

その他…9,000

利息及び配当金…14

（単位：千円）

・組合員ドック・受検者数　　一般ドック 2,619人   ／   脳ドック 34人   ／   セットドック 1,247人
・がん検診　　対象者の組合員及び任意継続組合員に被扶養者も加えることとしました。

令和２年度は人間ドックなど従来からの各種事業に併せ、以下の事業を計画しています。

種目の変更　ソフトバレーボール　→　バドミントン　（令和２年９月５日（土）開催予定）

保健事業の主な見直し
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共済組合　事業計画・予算概要

宿泊経理（渓泉閣）
組合員とその家族の保健・保養および
宿泊等に資するため、施設を経営して
いる経理です。

　三朝温泉の利用客の減少と同様、渓泉閣も利用客減少とな
り、依然として施設収入の減少が続き、収支損益は16,658千円
の当期不足金を推計しています。

その他…105,461

普及費…4,200

負担金
…27,535

3億
237万1千円

職員給与…86,378

3億
1,902万9千円

●支出の部

施設収入…256,295

●収入の部 その他…26,097

保健経理より繰入
…19,979

商品仕入…9,700

旅費…400

事務費…1,550

委託管理費…3,252

光熱水料…17,100 飲食材料費…63,453

（単位：千円）

（単位：千円）

●収入の部

645万2千円

連合会交付金…71

組合員貸付金利息…6,381

●支出の部

685万5千円

旅費…165

その他…1,199

事務費…447

支払利息…5,044

貸付経理 組合員の住宅等臨時の支出に対する資金の貸付け
を行う経理です。

　市中銀行等の貸付利率より有利になる場合があるため、
貸付需要は上昇傾向と見込んでいます。
　令和２年度末の貸付残高は、令和元年度末の推計に
比べ26,630千円増加の538,132千円を見込んでいます。

（単位：千円）

商品販売益…13,504

その他…8

1,351万2千円

●収入の部
事務費
…584

旅費
…533

職員給与…2,882
その他…778

委託費…11,917

1,669万4千円

●支出の部

物資経理 組合員等の万が一の事故や病気に備えて、各種の保
険販売を行っている経理です。

　ライフサポートプランなど制度の充実を図り、加入者の増加に
努めます。

７令和2年（2020） 3月

経過的長期預託金
管理経理

全国市町村職員共済組合連合会の資産の一
部を管理・運用し、縁故地方債の引受けなど
を行う経理です。

　全国市町村職員共済組合連合会の年金原資から一部を預
託金として預かり、縁故地方債の引受けなどを行うこととしていま
す。

106万1千円

利息及び短期配当金
…1,061

●収入の部

106万1千円

支払利息…1,061
●支出の部

退職等年金預託金
管理経理

全国市町村職員共済組合連合会の資産の一部を
管理・運用し、住宅貸付などの資金として貸付経理
への貸付を行う経理です。

　全国市町村職員共済組合連合会の年金原資から一部を預
託金として預かり、組合員貸付金資金を確保することとしていま
す。

504万5千円

利息及び配当金
…5,045

●収入の部

504万5千円

支払利息…5,045
●支出の部

共済組合　事業計画・予算概要

（単位：千円）

（単位：千円）

1億
7,230万8千円

利息及び配当金…172,308
●収入の部

1億
7,164万8千円

職員給与…46,048

その他…18,744

事務費
…3,521

旅費
…1,732

支払利息…101,603

●支出の部

（単位：千円）

貯金経理 組合員の大切なお金を預かり安全に効率運用して、
市中銀行よりも有利な利率で還元する経理です。

　貯金加入促進キャンペーンを実施し、新入組合員や共済貯金未加
入者増に取り組み令和元年度末の貯金残高は124億5千万円余を
見込みました。厳しい運用環境が続く中、安全かつ効率運用に努め、
令和２年度も年利0.8％（半年複利）を継続しますが、今後の利率改定
を検討しています。
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互助会　事業計画・予算概要

法人会計 法人全般を運営するための会計

▶健康セミナー及びイベントの開催
　会員及び家族の皆様に心身ともにリフレッシュし、健康で過ごしていただくことを目的としたセミナー及び
　イベントを開催します。

▶人間ドック助成
　会員及び被扶養配偶者の人間ドック自己負担金の一部を助成します。
▶宿泊保養施設利用助成
　・ 渓泉閣改築20周年を記念し、年度内に１回使用できるプレミアム利用券を発行します。
　・ 利用券が使用できる県内施設が新たに４施設追加となります。

実施事業等会計

その他会計

公益目的支出計画に基づく特定寄附。共済組合の
補完的な給付事業や、福祉事業などを行っています互助会

【健康セミナー】
　秋ごろに県下３箇所で
ヨガセミナーを開催しま
す。

【健康ウォーク】
　ウォーキングイベントを開
催します。令和２年度は中部地
区を予定しています。

【健康イベント】
　夏休みシーズンに、シーカヤック体験、沢登り、大山
登山の家族参加型イベントを開催します。
　岩美町ジオパーク、大山周辺を予定しています。

　公益目的支出計画に基づき、基準日時点（毎年
１月１日）の「住民基本台帳人口」に基づき、各地方
公共団体の住民数を基礎に県下地方公共団体
（１９市町村）へ特定寄附を行います。

公益目的財産額 166,630千円

前年度末残高 131,630千円

令和２年度の特定寄附額 5,000千円

今年度末残高 126,630千円

公益目的財産額が零となる予定の事業年度末 令和29年3月31日

公益目的支出計画の実施期間 34年間

　負担金の一部を財源に運営します。
●収入の部 ●支出の部

（単位：千円）

●収入の部 ●支出の部
（単位：千円）

給付事業・福祉事業などを実施

市町村への特定寄附を実施

受取利息収入…31

特定資産利息収入…2

負担金収入…48,220

助成金支出
…82,094

給付金支出…22,160

実施事業等への繰入金支出…5,000

予備費支出…1,000賃貸料収入…280

1億
3,342万8千円

1億
2,152万6千円

事務費支出…2,635

委託費支出…6,215

その他…2,422   

掛金収入…84,895

受取利息収入…2

特定資産利息収入…2

負担金収入…36,673

3,667万7千円

職員給与支出…18,489

旅費支出…1,601

事務費支出…2,200

4,572万2千円

委託費支出…6,265

賃借料支出…7,364

普及費支出…3,248

その他…5,555

予備費支出…1,000

９令和2年（2020） 3月

退
職
等
年
金

一般組合員
特定消防組合員
長期組合員
長を含む特別職
職員団体の事務に従事する組合員

区　　　　　　分
掛　　金　　等

標準報酬の月額及び標準期末手当等に係る率

45.00

負　　担　　金
標準報酬の月額及び標準期末手当等に係る率

短

　
　
　期

厚
生
年
金
保
険

業
務

福

　
　祉

【令和２年度】掛金（保険料）及び負担金率一覧表参 考
（千分比）

一般組合員
特定消防組合員
長を含む特別職

一般組合員
特定消防組合員
長期組合員(70歳未満の者)
長を含む特別職
職員団体の事務に従事する組合員

長期組合員

財政調整負担金

介護保険料

公的負担金
(育児・介護休業手当金)

ライフプラン負担金
メンタルヘルス事業負担金
特定健康診査等負担金

互 
助 
会

事務費負担金

任意継続組合員の平均標準報酬の月額

最高限度額

標準報酬の月額 1,390,000円

年度累計額　573万円

620,000円

１支給期　150万円

標準期末手当等の額

標準報酬の月額

標準期末手当等の額

360,000円

1人当たり年額  11,960円
　　　　　（4月 1,004円、5月～ 996円）

45.00

２．９０

一般組合員
特定消防組合員
長期組合員
長を含む特別職

２．９０

2.35 2.35

0．10（注1）

０．06（注2）

8.39 ８．３９

９１．５０ 91.50

７．５０ ７．５０

０．１０３３

基礎年金に係る公的負担金 40.0
追加費用 15.3（注3）

経
過
的
長
期

一般組合員
特定消防組合員
長期組合員
長を含む特別職

追加費用 １．１（注3）

旧恩給組合条例給付に要する費用 該当市町村へは別途お知らせします

組合員1人当たり年額 100円（注4）

組合員1人当たり年額 200円（注5）

組合員1人当たり年額 248円（注6）

２．0０

一般組合員
特定消防組合員
長期組合員
長を含む特別職

２．0０

短　　　　　期
福　　　　　祉
互　　助　　会

厚生年金保険
退職等年金給付
経 過 的 長 期

（注1） 財政調整事業は、全国市町村職員共済組合連合会が運営し、各組合における掛金の著しい不均衡を調整するために設けられた事業です。この事業に要
する費用は、地方公共団体の負担で毎月の納付金と同様に組合で調定します。

（注2） 育児・介護休業手当金に要する費用の一部は公的負担で賄います。この費用は、地方公共団体の負担で毎月の納付金と同様に組合で調定します。
（注3） 追加費用は、標準報酬年額（令和２年４月１日現在の標準報酬の月額（７０歳以上の者を含む。）×１２月）に財源率を乗じて計算します。
　　　※払込みは９月末
（注4） ライフプラン負担金は、令和２年４月１日現在の組合員数に１人当たり年額１００円を乗じて計算します。
　　　※払込み日は９月末
（注5） メンタルヘルス事業負担金は、令和２年４月１日現在の組合員数に１人当たり年額２００円を乗じて計算します。
　　　※払込み日は２月末
（注6） 特定健康診査等負担金は、被扶養者の特定健康診査等に係る費用に対するもので、令和２年４月１日現在の組合員数に１人当たり年額２４８円を乗じて計

算します。
　　　※払込み日は９月末
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　ストレスとは、対人関係・環境の変化・喪失体験・体調
の変化など外部からの刺激で心身に変化が生じた状態
です。心の健康を守るため、ストレスとうまくつき合って
いくため、ひとりで抱え込まず気軽に専門機関のカウン

セラーを頼ってください。
　相談者のプライバシーは保護され、勤務先等に利用
状況がわかることはありませんので、安心してご利用く
ださい。

医療機関でカウンセリングを！！

「ストレスドック受診券」は、下記を切り取ってご使用いただくか、
共済組合ホームページに掲載していますのでご利用ください。  

■受診方法

■メニュー

■診断結果 

受診希望者が、直接、指定医療機関に電話等で申込
みを行い、本組合のストレスドックの受診であることを
告げ、受診日を決めてください。

受診日が決まったら、「ストレスドック受診券」に必要
事項を記入してください。

指定医療機関からストレスドック問診票が自宅に送付
されます。（医療機関によっては当日配付）

受診日にストレスドック問診票とストレスドック受診券
及び組合員証を持参し、受付に提出してください。

心理検査（書き込み式）

心理カウンセラー等による分析

専門医又は心理カウンセラーによるカウンセリング
【医療機関によっては、多少異なります。】

ストレスドック当日、本人にお伝えします。

■受診費用
共済組合が全額負担しますので、自己負担はありません。

■対象者 組合員（任意継続組合員は除く）

※メンタルヘルスに関する相談については、守秘義務に則り
プライバシーの保護を厳守しています。

■実施指定医療機関

TEL 0857-24-1151明和会医療福祉センター渡辺病院（鳥取市東町3-307）
東部地区

TEL 0857-22-2346幡病院（鳥取市雲山57）

TEL 0858-26-1011倉吉病院（倉吉市山根43）

TEL 0859-33-8181山陰労災病院（米子市皆生新田1-8-1）

西部地区 TEL 0859-30-0600メンタルケア＆カウンセリングはまざきクリニック（米子市安倍48-1）

TEL 0859-35-5211ミオ・ファティリティ・クリニック（米子市車尾南2-1-1）※女性組合員に限ります

TEL 0859-38-5600メディカルストレスケア飯塚クリニック（米子市皆生温泉2-19-32）

TEL 0858-22-6231野島病院（倉吉市瀬崎町2714-1）
中部地区

東部地区

西部地区

中部地区

鳥取県市町村職員共済組合

所属所名

フリガナ
氏　　名

受　診　日 　　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　　

性別 生年月日

　　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

ストレスドック受診券
切 り 取 り 線

１．太枠の中に、必要事項を記入してください。
２．このストレスドック受診券は、受診当日に医療機関に必ず提出してください。その際、本人確認のため組合員証を持参してください。

男・女
組合員証
記号番号

環境の変化等で、

心が不安定に
なりがちなとき…

14 No.695

心の健康相談

「心の相談利用券」は、以下のものを切り取ってご利用いただくか、
当共済組合のホームページにも掲載しておりますのでご活用ください。  

■対　象　者
組合員（任意継続組合員は除く。）のうち希望する者
※職場からの相談も対応可能です。
例：メンタル不調となった職員の対応等についての相談

■利用方法　【完全予約制】
①相談を希望する者は、契約相談機関へ電話で事前に
予約をしてください。

　職場相談の場合は、予約の際にその旨申し出てくだ
さい。
②相談日に必要事項を記入した「心の健康相談利用券」
（以下「利用券」といいます。）と併せて組合員証を
提出してください。

　（※職場相談の場合は「心の健康相談利用券【職場
相談用】」）を提出し、相談を受けてください。

③本人確認後、面接相談（５０分程度）を行います。

■契約相談機関
①東部「開業保健師　渡部　一恵　氏」
　　　　　　　　　　　　電話：０９０－８９９３－４９４１

②西部「産業カウンセラー　宮永　秀昭　氏」
　　　　　　　　　　　　電話：０８５９－３２－１５１０

みやなが ひで あき

わたなべ かず え

【留意事項】
＊予約受付日及び対応時間は、平日８時３０分から１７時
１５分までとし、休日及び祝日は対応不可です。
＊利用券は、本誌掲載ページをコピーする他、当組合ホー
ムページからもダウンロードできます。
　利用回数は、年３回まで自己負担はありません。４回
目以降は、全額自己負担です。
　なお、職場相談については、相談回数に限度はありま
せん。

鳥取県市町村職員共済組合

所 属 所 名 フリガナ

氏  　名

相談日時 令和　　　年　　　月　　　日　　利用時間※　　　時　　　分～　　　時　　　分

組合員証
記号番号

性別

男・女

生年月日

　　　　　　年　　　　月　　　　日

心の健康相談利用券(　　回目)【組合員相談用】
切 り 取 り 線

１．太枠の中に、必要事項を記入してください。※利用時間は相談機関が記入します。
２．この利用券は、必ず、相談日に相談機関へ提出してください。

鳥取県市町村職員共済組合

所 属 所 名

相談日時 令和　　　年　　　月　　　日　　利用時間※　　　時　　　分～　　　時　　　分

組合員証
記号番号

相談者
氏　名

フリガナ

心の健康相談利用券【職場相談用】
切 り 取 り 線

１．太枠の中に、必要事項を記入してください。※利用時間は相談機関が記入する。
２．この利用券は、必ず、相談日に相談機関へ提出してください。

　組合員の心の健康支援(早期発見・早期対応)を目的と
して、心が不調なとき、心の悩み相談の専門家による面接
相談を受けることができます。専門的な立場から相談者

へ適切なカウンセリングを行います。相談者のプライバ
シーは保護され、勤務先等に利用状況がわかることはあ
りませんので、安心してご利用ください。

15令和2年（2020） 3月



●

　共
済
組
合
か
ら
の
お
知
ら
せ

16 No.695

共済組合からの
 お知らせ

各課へのお問い合わせは
P21をご覧ください。

年利
０．８％！！

年金課

任意継続組合員になられる皆さん

■共済貯金で安心・着実な積立を

■令和2年度の年金額は0.2％引き上げ

大切な資金の安全かつ効率的な運用は、
共済貯金をご活用ください

共
済
貯
金
は

心
強
い
ね
！

　現在、共済貯金にご加入中の方は、手続きの必要は
ありません。
　未加入の方は、『貯金加入申込書』に必要事項を記
載し、共済組合へご提出ください。あわせて、『振込依
頼票』（指定金融機関にて送金の場合送金手数料無
料 ）により送金して下さい。

共済貯金の加入手続きは？

　共済貯金の払い出しは月２回、１５日・月末の送金と
なっております。
　１５日送金の締切りは、前月末日、月末送金は１５日
ですので、締切り期日までに『貯金解約・一部払戻請求
書』を共済組合へ提出してください。任意継続掛金の
引き落とし口座へ送金します。

一部を払い出して使いたいけど・・・

　ぜひ共済貯金へ！！　臨時積立という方法で預け
入れを行うことができます。
　『貯金申込書』に必要事項を記載し、共済組合へご提出
いただき、『振込依頼票』（指定金融機関にて送金の場合
送金手数料無料 ）により送金して下さい。

使途の決まっていない退職金があるのだけど・・・

　『貯金申込書』、『貯金解約・一部払戻請求書』、『貯金現
在残高発行依頼書』につきましては、当共済組合のホー
ムページからダウンロードできます。『貯金加入申込書』
『振込依頼票』につきましては、専用用紙となっています
ので、共済組合までお問合せください。

各種手続きに必要な様式はどこで
入手できますか？

　任意継続組合員の期間（最長２年間）は、引き続き、共済貯金に
ご加入いただけます。
　退職後の資金運用の一つとして、ぜひご検討ください。利率は
在職中と同様、年利０．８％です。大切な資金を安全で、しかも効
率的な運用となるようお手伝いします。払い出しや解約も在職中
と同様に行え、有利な利率に加え利便性も兼ね備えています。
残高の確認については、決算期（３月・９月）の翌月に貯金残高通
知書を発送します。
　また、『貯金現在残高通知書発行依頼書』を提出いただけれ
ば、随時、貯金残高証明書の発行を行います。
　２年間であっても、大切な資金の運用先がお決まりになるまで
は、共済貯金をご利用いただくと、しっかり利子を殖やしていただ
けます。

　本年1月24日に総務省から2019年平均の全国消
費者物価指数の対前年比変動率は0.5％となった旨
発表されました。また、対前年度比の名目手取り賃金
変動率については0.3％となりました。
　年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動
率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変
動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の年金
額（新規裁定年金）、受給中の年金額（既裁定年金）とも
に名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定

められています。
　令和2年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる
物価変動率(0.5%)が名目手取り賃金変動率(0.3%)
よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目
手取り賃金変動率(0.3%)を用います。
　さらに令和2年度は、名目手取り賃金変動率(0.3%)
にマクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整
率（▲0.1％）が乗じられ、改定率は0.2%と
なります。

名目手取り賃金変動率がプラス0.3％

有利
在職中と同様の年利

０．８％！

（有利な半年複利）

便利
加入中は、払い出し（

毎月２回）、

預け入れ（臨時積立
のみ）も可！

安全 法令により定められた
金融商品等で、

安全性を重視し、効率
的に運用！

（運用状況はP21「
情報開示」をご参照

ください。）

お得なポイント

　共済貯金ご利用は、任意継続組合員である期間となっております。資格を喪失される場合（２年間経過した場合また
は、他の健康保険制度に加入した場合）は、解約手続きが、必要となりますので共済組合までご連絡ください。
　解約時の送金は、月末となっており、任意継続掛金の引き落とし口座へ送金します。
　なお、利息は、任意継続組合員の資格を有する月に対し、付利します。資格喪失後の期間には、利息が付利
されませんので、あらかじめご理解ください。

任意継続組合員の資格を喪失するのだけど・・・

福祉課
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■がん検診の対象者を拡大します！

■人間ドック負担金を軽減

　令和２年度から組合員ドックを受検した者について、受検者負担金2,000円及び所属所負担金2,000
円を軽減、軽減分合わせて4,000円は互助会が助成します。また配偶者ドックについても受検者負担金は
12,000円とし、軽減分3,000円は互助会が助成します。

組合員
任意継続組合員 ＋＝ 被扶養者

（令和２年４月から）

早
期
が
ん
は
、

自
覚
症
状
が

あ
り
ま
せ
ん
！

検
診
は
積
極
的
に

受
け
ま
し
ょ
う
！

　がんにはさまざまな種類がありますが、胃がん、
肺がん、大腸がんは、罹患率や死亡率が高い一方、
定期的に検診を受けることで、早期発見し、適切な
治療を行うことで死亡率を下げることが確認され
ています。
　無症状のうちに「がん」を早期発見し治療するこ
とで、がんは完治する可能性が高いのです。
　共済組合は、胃がん・肺がん・大腸がん検診を実
施し、その費用の一部を助成しています。
　令和２年４月から受検対象者に被扶養者を含め
ます。
　早期発見・早期治療のため、ぜひ受診してください。

１．対象者　
　組合員、任意継続組合員及び被扶養者
　（年齢制限なし）
２．実施回数
　一人につき、各種検診とも年度内一回
３．実施期間
　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
４．検診方法
（１）個別検診を希望する方（指定医療機関）
　受検を希望する医療機関と直接検診日時の調整
をし、各種がん検診依頼書（共済事務担当課備え付
け）及び組合員証または、組合員被扶養者証を提示
して検診を受けてください。

（２）集団検診を希望する方（保健事業団）
　集団検診車が各市町村に出向いた折に、組合員
証または、組合員被扶養者証を提示して検診を受
けてください。
５．受検者負担金
　検診後に下記の金額を、医療機関等の窓口へ支
払ってください。

6．その他
指定医療機関は、ホームページ
（http://www.tori-ctvkyousai.or.jp/）
で確認してください。

胃がん 肺がん

大腸がん

対象者

個別検診
（指定医療機関）検　診　種　目 集団検診

（保健事業団）

胃がん検診
（胃透視・胃カメラ一律）

1,000円
（胃透視のみ）2，0００円

肺がん検診 １，５００円 ２００円

大腸がん検診 500円 500円

福祉課

福祉課

一般ドック 脳ドック セットドック

負
担
区
分

受検者

所属所

互助会

組　合

8,000円

8,000円

4,000円

約25,400円

8,000円

8,000円

4,000円

約15,200円

13,000円

13,000円

4,000円

約39,400円

組合員ドック 配偶者ドック

配偶者ドック

負
担
区
分

受検者

互助会

組　合

12,000円

3,000円

約29,800円

～組合員ドック受検者負担金・所属所負担金及び
　　　　　　　　　配偶者ドック受検者負担金の一部を助成します～
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■被扶養者の異動（取消）
　　　手続きをお忘れなく

■被扶養者認定基準について
　「被扶養者の国内居住要件」が追加されます
　地方公務員等共済組合法施行規程の一部が改正
されたことに伴い、次のとおり被扶養者の認定要件
が追加されました。このため、現在、被扶養者となっ

ている者で、令和２年４月１から認定要件に該当しな
い場合は、取消しの申告（「被扶養者（取消）申告書」
の提出）をお願いします。

※１　「国民年金第３号被保険者関係届」についても、上記に該当す
る場合は「被扶養者（取消）申告書」と併せて提出してください。

※２　施行時において適切な資格適用及び管理を行うため、共
済組合は、施行日前において、所属所を経由して組合員に対

して、現に海外に在住する被扶養者に係る調査（国内居住要
件の例外に該当しないこと等による認定の取消に関するも
の）を行っていますので、ご協力をお願いします。

春は、
卒業・進学・就職の
多い季節です

原則として認定

例外的に認定

　年度の変わり目は異動の多い時期です。被扶養
者に認定されているご家族が、就職されたときは、
その旨を共済事務担当課へお伝えいただき、速や
かに被扶養者証の返却と被扶養者の取消申告を
行ってください。
　昨年も、就職されたにもかかわらず、取消申告
が遅れたため、遡って認定の取り消しを行う事例
が大変多く発生しました。
　また、就職先の保険証がまだ手元にないとの理
由から、被扶養者証を使用したため、共済組合が
医療機関に支払った医療費を、組合員ご本人から
全額返金していただいた事例も発生しております。
　こういったトラブルを未然に防ぐためにも、早め
の手続きを心掛けましょう。

　アルバイト・パート等の収入（月額108,334円以上）が恒
常的にある場合は『被扶養者（取消）申告書』の提出をしてく
ださい。
　定時制・通信制・夜間課程等（全日制でない学生）の学生
等も同様です。
＊詳しくは、共済広報２０１９年１１月号１２ページをご参照ください。

被扶養者の方が、他の健康保険制度に
加入されたときは『被扶養者（取消）申告書』の
提出をしてください。

他の健康保険制度に加入しなくても状況に応じて
異動の手続きが必要となる場合があります。

添付書類等
①新しく取得された保険証の写、又は採用時の辞令の写
②組合員被扶養者証（※保険証返却）

添付書類等
①雇用証明書
②組合員被扶養者証（※保険証返却）

保険課

保険課

※被扶養者の資格を喪失された場合は、「組合員
　被扶養者証」を共済組合へ返還してください。

①日本国内に居住する者
　＊住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすこととなります。

②外国において留学をする学生
③外国に赴任する組合員に同行する者
④観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⑤組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、③と同等と認められるもの
⑥渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
　＊国内居住要件の導入により被扶養者でなくなる者であって、施行日（令和２年４月１日）時点で保険医療
機関に入院している被扶養者の資格について、入院期間中は継続させる経過措置を設ける。

被扶養者認定要件の改正内容（施行日　令和２年４月１日）

例外的に適用除外
国民健康保険と同様、下記の者は日本国内に居住していても被扶養認定しない
①「医療滞在ビザ」で来日した者
②「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
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■被扶養者の方は収入基準を満たしていますか？

■宿泊保養施設利用券（５回券）をお届けします。

■宿泊保養施設を追加

保険課

◆確定申告が終わりました。事業収入（営業、農業、不動産等）が※1認定基準額を超えていないかご確認ください。

○『被扶養者(取消)申告書』は共済事務担当課で
お受け取りになられるか、当共済組合ホーム
ページの［各種申請書等ダウンロード］で印刷
できます。

＊詳しくは、共済広報２０２０年２月号１４ページでご確認ください。

①確定申告書（写）
②確定申告時の『収支内訳書』（写）
③事業収入以外の収入がある場合は、その収入
　額を確認できる書類
④組合員被扶養者証（※2保険証返却）

添
付
書
類
等

認定基準額を超えた場合は、速やかに共済事務担当課へ『被扶養者（取消）申告書』を提出してください。

※1 認定基準額
　認定対象者の年間収入が130万円（障害年金受給者及び
　60歳以上の年金受給者については、180万円）未満。

※2 被扶養者の資格を喪失された場合は、「組合員被扶養者証」を共済組合へ返還してください。

福祉課

福祉課

　この利用券（５回券）は、会員の皆さんの多様化
するライフスタイル等に対応し、直営宿泊保養施設
（渓泉閣）の利用促進、利用券の利便性の向上を目
的に、あらかじめ配付するものです。
　渓泉閣は全面改築から２０周年を迎えることがで
きました。令和２年度は、皆さんのご愛顧に感謝の

気持ちを込めて、渓泉閣へ宿泊して夕食をご注文
いただきます会員様等の助成額を増額したプレミ
アム利用券(発行NO.1)を、年度内1枚限定で配
付させていただきます。
　ぜひ、ご家族皆さんでの渓泉閣のご利用をお願
いします。

有効期間 2020年 4 月 1 日～ 2021年 3 月 31日 発行No. 1

渓泉閣 改築20周年 プレミアム利用券
利用年月日
利用施設名

所 属 所 名
会 員 氏 名

渓泉閣 TEL（0858）43-0828
　　　年　　　月　　　日

会員記号番号㊞
続 柄
本人会

員
・
被
扶
養
者
・
被
扶
養
者
で
な
い
家
族

利 用 者 氏 名 生 年 月 日

名実利用人数

発
行
者

〒680-0846 鳥取市扇町32番地 扇町扶桑ビル２階 　　　　
　一般財団法人 鳥取県市町村職員互助会 　　　　
　　　　TEL （0857）26－2341 

年　　 月　　 日年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日

宿泊・夕食有り

施　設　記　入　欄

8,000円× 名＝ 円

1 人当たり
助成額 利用人数 係印助成金額計

有効期間 2020年 4 月 1 日～ 2021年 3 月 31日 発行No. 2

宿 泊 保 養 施 設 利 用 券
利用年月日
利用施設名

所 属 所 名
会 員 氏 名

渓泉閣 TEL（0858）43-0828
　　　年　　　月　　　日

会員記号番号㊞
続 柄
本人会

員
・
被
扶
養
者
・
被
扶
養
者
で
な
い
家
族

利 用 者 氏 名 生 年 月 日

名実利用人数

施
設
記
入
欄宿泊

区　分 助成額 利用人数 助成金額計 係印
1 , 0 0 0 円 名 円

名 円
名 円
名 円
名 円

2 , 0 0 0 円
4 , 0 0 0 円
3 , 0 0 0 円

休 憩
夕 食 有 り
夕 食 無 し
合　　　計

発
行
者

〒680-0846 鳥取市扇町32番地 扇町扶桑ビル２階 　　　　
　一般財団法人 鳥取県市町村職員互助会 　　　　
　　　　TEL （0857）26－2341 

花湯亭ランチプラン

年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日
年　　 月　　 日

　令和2年4月から、県内利用券使用可能施設をバー
ドステイホテル、白兎会館、うなばら荘に加え、下記の
4施設を追加します。

●「氷ノ山高原の宿　氷太くん」
　鳥取県八頭郡若桜町つく米635-13　TEL0858-82-1111
　ホームページ  http://www.hyounosen.or.jp

●「鳥取市国民宿舎　山紫苑」
　鳥取県鳥取市鹿野町今市972-1　TEL0857-84-2211
　ホームページ  http://www.sanshien.jp/

●「南部町自然休養村管理センター　緑水園」
　鳥取県西伯郡南部町下中谷606　TEL0859-66-5111
　ホームページ  http://www.town.nanbu.tottori.jp/ryokusuiko/

●「日野町交流センター　リバーサイドひの」
　鳥取県日野郡日野町下榎1183　TEL0859-77-0333
　ホームページ  https://www.riverside-hino.com

【新規契約施設（令和２年４月１日から利用券が使用できます。）】

※発行No.１
プレミアム利用券

発行No.２～５
（例年通りの利用券）
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■ジェネリック医薬品に切り替えよう！！

　共済組合では次のとおり事務局職員を募集しておりま
す。お知り合いの方などにご紹介ください。なお、応募の締
め切り日は、本年4月10日（金）共済組合必着です。

■職員募集

目標値
８０％以上

職種・人員

締切
4月10日（金）

平成6年4月2日から平成14年4月1日に生まれ
た者で、高等学校卒業以上の者。

職種・人員

事務職員　１名

採用予定日

令和２年７月１日

職務内容

市町村等職員の医療、年金等福利厚生に関する事務

勤務場所

鳥取市扇町３２番地
扇町扶桑ビル２階
鳥取県市町村職員共済組合 事務局

給与・諸手当・勤務条件

公務員に準ずる。

応募資格

試験日等

〔 第１次試験 〕
○試験日／令和2年4月26日(日)
○場　所／末広温泉町５５６「白兎会館」
○試　験／教養試験、事務適性検査、性格特性検査
〔 第２次試験 〕（第１次試験合格者を対象）
○試験日／5月22日(金)予定
○場　所／末広温泉町５５６「白兎会館」
○試　験／グループディスカッション・面接（自己ＰＲ等）
※応募者数により試験会場が変更となる場合があります。

送付先・お問合せ先

〒680-0846　鳥取市扇町32番地　扇町扶桑ビル２階
鳥取県市町村職員共済組合総務課 職員募集係　ＴＥＬ 0857-26-2341

応募締切日

令和2年4月10日 (組合必着)

JIS規格の履歴書に所定事項を自筆記入し、写真貼付のう
え、応募締切日までに送付してください。受験票をお送りし
ます。

申し込み

総務課

切り替え
ませんか？ジェネリック医薬品とは？

国も進めるジェネリック医薬品の
数量シェア！

※分割調剤とは、ジェネリック医薬品を短期間試すことができるものです。
例えば、２週間分の薬のうち、１週間分だけジェネリック医薬品にしてもらい、残りは服用後にどちらの薬にす
るのか選択できます。医師や薬剤師に相談しながら、調剤を処方してもらいましょう。

　医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬
品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）の２種類が
あります。新薬は数百億円以上の開発費と10～
20年の開発期間を必要とします。これに対して、ジ
ェネリック医薬品は新薬ですでに治験済みの有効
成分を使用するため、開発費の削減、開発期間の短
縮により、製造原価が安価になる分、新薬の３～７
割の値段で販売されています。
　

　国は、平成29年６月の閣議決定において、
「2020年９月までに、ジェネリック医薬品の使用割
合を80％以上とし、できる限り早期に達成できる

よう、更なる使用促進策を検討する。」と定めました。
　このことを踏まえて、本組合の令和元年11月診
療分のジェネリック医薬品の使用率を計測したとこ
ろ、76.78％で、前年同月（平成30年11月）の
72.69％を上回りました。国が目標とする使用割合
には達していませんが、高い使用率となっています。
　また、人によっては体質に合わない、もしくは処
方することができない場合もありますので、薬と上
手に向き合いながら、ジェネリック医薬品への切替
や分割調剤（※）へのご協力をお願いします。
　なお、ジェネリック希望シールをお持ちでなく、ご
希望の方は共済事務担当課でお受け取りになれます。

保険課
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　3月は年度末ということもあり、日々慌ただしくお過ごしのことと思います。そん
な時こそ、心身ともに自分ケアを大切に残り1カ月を乗りきりましょう。　Ⓣ

鳥取県市町村職員共済組合（各課直通）
　◆総務課（０８５７）２６-２３４１　◆保険課（０８５７）２６-２３４３　◆福祉課（０８５７）２６-２４２１
　◆年金課（０８５７）２６-２３４２　
http://www.tori-ctvkyousai.or.jp/
鳥取市町村厚生（０８５７）２9-3324

お問い合わせ先

きょうさい
DATA

給付金等の支払日は次のとおりです。皆さんの指定口座に振込いたしますので、通帳の確認を！

組合員数等の状況
（R2．2月現在）

組織団体　28

組合員数 7,127人
 〔男 3,996人  女 3,131人〕
任継組合員数 90人
被扶養者数 6,803人

市　 ４　　町村   １５
一部事務組合等   　9

●貯金解約 
 3月 31日 （火） … 4月 15日 までの受付分
●貸付金
 4月 15日 （水）… 3月 31日までに受付けた
　　　　　　　　　　住宅貸付以外の貸付金
 3月 31日 （火） … 3月 31日までに受付けた
　　　　　　　　　　住宅貸付金
     3月 15日までに受付けた
　　　　　　　　　　住宅貸付以外の貸付金

●現金給付 （出産費等）
　　　　　※休業給付は4月28日（火）の支給となります。
 4月 15日 （水）… 3月 31日までの受付分
 4月 28日 （火） … 4月 15日までの受付分
●附加給付 （一部負担金払戻金等）
 3月30日 （月） … 2月 請求分
　　　　　　　　　　（令和元年12月診療）
●貯金一部払戻 
 4月 15日 （水）… 3月 31日までの受付分
 3月 31日 （火） … 4月 15日までの受付分

宿泊保養施設「渓泉閣」
今後の休業予定日

令和2年4月13日（月）・14日（火）・15日（水）
5月11日（月）・12日（火）・13日（水）
6月10日（水）

貯金経理の
資産構成

定期預金
15.3億円
11.13％

国債
7.9億円
5.75％

金銭信託
8.0億円
5.82％

地方債
21.0億円
15.27％

社債
58.0億円
42.18％

諸債券
25.0億円
18.18％

山陰合同銀行
　 1.6億円
鳥取銀行
　 0.7億円普通預金

2.3億円
1.67％

山陰合同銀行
 14.3億円
中国労働金庫
 1.0億円

ファーストリテイリング無担保社債 2億円
第一三共無担保社債 1億円
北海道電力一般担保付社債 1億円
関西電力一般担保付社債         1億円
中国電力一般担保付社債         1億円
九州電力一般担保付社債         1億円
クレディセゾン無担保社債   3億円
イオンモール   3億円
東急不動産フォールディングス   2億円
日本航空   1億円
日立物流無担保社債   1億円
楽天株式会社無担保社債   1億円
光通信無担保社債   7億円
京阪神ビルディング   1億円

みずほフィナンシャルグループ社債 2億円
三菱UFJフィナンシャルグループ社債 1億円
住友信託銀行無担保債券 2億円
三井物産無担保社債 2億円
東海旅客鉄道無担保普通社債   3億円
西日本旅客鉄道無担保社債 1億円
新関西国際空港一般担保付社債 1億円
商船三井無担保社債 1億円
住友不動産無担保社債 1億円
エヌ・ティ・ティ都市開発債券 1億円
森ビル無担保社債 1億円
三菱ケミカルホールディングス無担保社債 2億円
野村ホールディングス債券 6億円
ソフトバンク無担保社債 8億円

国際協力機構債券            3億円
地方公共団体金融機構債券 9億円
日本政策金融公庫債券 1億円

沖縄開発公庫債券 1億円
日本高速道路保有・債務返済機構債券    1億円
住宅金融支援機構債券       8億円
東京都住宅供給公社債券 2億円

（令和２年１月末現在）

■貯金経理運用状況
情報開示

■2月号3ページ訂正
共済広報とっとり2月号3ページ『任意継続掛金の算定例』につきまして、例1の合計額に誤りがありました。
正しくは下記の通りです。お詫びして訂正いたします。
(誤)１か月当たりの掛金合計額　38,491円　　(正)1か月当たりの掛金合計額　38,440円



発行・鳥取県市町村職員共済組合　〒680-0846　鳥取市扇町32番地 扇町扶桑ビル2階　TEL(0857)26-2341 FAX(0857)27-3030
http://www.tori-ctvkyousai.or.jp/    E-mail  tky-koho@tori-ctvkyousai.or.jp

※料理内容は調理長おまかせとなります。

①  慶祝等ご本人様に花束進呈
② カラオケサービス(台数に限りあり）
③  慶祝等ご本人様に焼鯛サービス

④  飲み放題アイテム1点追加
⑤  ご利用人数分の無料入浴券進呈

10名様以上で右記から1点
20名様以上で右記から2点
10名様以上で右記から1点
20名様以上で右記から2点
10名様以上で右記から1点
20名様以上で右記から2点

お選びいただけます。お選びいただけます。お選びいただけます。 ※特典は最終確定人数10～20名以上での
　対象となります。

（室料･入浴料 /タオル付･税･サ込）

※上記料理写真は、桜花7,700円の料理です。 ※旬の素材を調理致しますので、献立は若干変更させて頂く場合がございます。

￥4,000

〒682-0122　鳥取県東伯郡三朝町山田180番地

http://www.keisenkaku.com

渓泉閣｜

TEL.0858-43-0828

（室料･入浴料 /タオル付･税･サ込）

・　　　 の宿泊は、1,000円増。
※宿泊セットプランは、別途入湯税150円（大人のみ）。
土 祝前日

・　　　 の宿泊は、1,000円増。
※宿泊セットプランは、別途入湯税150円（大人のみ）。
土 祝前日

飲み放題プラン飲み放題プラン
日本酒・ビール（生・瓶）・焼酎（麦・芋）
酎ハイ・ウーロン茶・ジュース
ノンアルコールビール ￥2,2002時間

桜花 ￥7,700
桃花 ￥6,600
梅花 ￥5,500

プラス￥5,000
宿泊セットプラン
（1泊朝食付･税･サ込）

上記日帰りプランに

プラス￥5,000宿泊セットプラン
（1泊朝食付･税･サ込）

上記日帰りプランに

5533 ▲▲

// //242444
2020【期 間】

木 金

はるさい

ご利用人数×500円
オプションメニュー旬のフルーツ盛り

日帰り日帰り会席プラン

（7名様より承ります）
日帰り日帰り皿盛プラン

2020.2. 1,200/2,000

（税･サ込）


